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今年度の「放課後子ども教室」の活動が５月よりスタートしました。

主な活動は、子どもペン習字教室、子どもパソコン教室、子ども料理教室、朝日っ子塾、絵本

クラブ（2時のおはなし会）です。 みなさん、お友達と仲良く、楽しく学んでいきましょうね。

子どもパソコン教室

第１回目はパソコンの起動の仕方やマウスの使い

方などを教わりました。

いろいろな技術を身につけて、パソコンを

使いこなせるようになるといいですね！

第２・第４土曜日の午後２時から、町立図書館の

「こどものへや」で、おはなし会を開催しています。

読み聞かせボランティアさんの読み聞かせの後、絵

を描いたり、いろいろな工作をします。

絵本クラブ
（２時のおはなし会）

ひらがなを一文字一文字、ゆっくりとていねいに

書く練習から始めています。

文字の大きさやかたちなどに気をつけて、きれい

な字の書き方を身につけましょう！

子どもペン習字教室

７月１日より、生涯学習センターの出入口が変更となります。

詳しい内容は広報えちぜん６月号（９ページ）をご覧ください。

～生涯学習センターからのお知らせ～



申込締切

　　　宮崎コミュニティセンター　　
６／１４（金）

　午後１時３０分～３時３0分 ＴＥＬ３２－７７１２

開催日時 会場・申込先

６／１９（水）・２０（木）・２１（金）

講座のご案内

スポーツ振興課からのお知らせ

エクセルの基礎を１から学んでみませんか？

データの入力方法や表の作り方など、先生がていねいに教えてくださいます。

パソコンのスキルアップのために、ぜひご参加ください。

お申込は、開催会場の宮崎コミュニティーセンターまでお願いします。

【講 師】 仲保 美智枝 氏（パソコンインストラクター）

【定 員】 １０名（文字入力ができる人）

【対 象】 文字入力ができる人（３日とも受講できる人）

【受講費】 ５００円（テキスト代として）

【その他】 パソコンの持ち込みＯＫです。バージョンをお知らせください。

プール監視員の仕事を希望する人は、ご連絡ください。

【対象・人数】 高校生以上で泳げる人 ２０人

【期 間】 ７月２２日（月）～８月８日（木）

※ 土曜、日曜は休み

【勤務時間】 午後

【勤務場所】 朝日・常磐・糸生小学校 プール

朝日南・ Ｂ＆Ｇ プール

【時 給】 １，０００円

【お問合せ】 スポーツ振興課

☎34－8730(直通)

生涯学習センターでは下記の講座を予定しています。

くわしい内容は随時、生涯学習センターだよりでお知らせします。

みなさんのお申込・ご受講をお待ちしています。

・Ｗｏｒｄをつかった年賀状・ちらしづくり（１０～１１月頃を予定）

・家計簿や収支決算の作成をマスターしよう（２～３月頃を予定）

～今年度の生涯学習センターパソコン講座について～

※講座名・開催時期・内容は変更になる場合があります。



越前町スポーツ協会朝日支部からのお知らせ

５月１９日、春のスポーツ大会（越前町スポーツ協会朝日支部 主催）が行われました。

当日は天気にも恵まれ、約２４０人の参加者は爽やかな汗を流し、白熱した試合を繰り

広げました。結果は以下のとおりです。入賞者のみなさん、おめでとうございます。

町立図書館からのお知らせ

【今月のおはなし会】

♦6月8日（土）午後2時～

「おはなしと工作」
～自然と遊ぼう～

ささの葉を使って

ささ船とカメを

作ります。

（おはなしあい・愛）

♦6月22日（土）午後2時～

「おはなしと自由絵画」

白い画用紙に、自由に絵を描こう！

※絵具を使います。

汚れてもいい服装で来てください。

（にじの会）

【新刊のお知らせ】

☆☆一般書☆☆

『鬼憑き十兵衛』 大塚 巳愛

『おやつが好き』 坂木 司

『帰還』 堂場 瞬一

『人類最年長』 島田 雅彦

『大統領に告ぐ』 永瀬 隼介

『同潤会代官山アパートメント』 三上 延

『バシレウス』 塚本 青史

『ブルー』 葉真中 顕

『焼跡の二十面相』 辻 真先 ほか

☆☆児童書☆☆

『おしりたんてい

かいとうとねらわれたはなよめ』 トロル

『てっかくん』 さとうめぐみ

『ふしぎ駄菓子屋銭天堂 11』 廣嶋 玲子 ほか

☆ソフトバレーボール☆

女子の部 １位 北っ子ママ ２位 サンフラワー ３位 クイーンズ

混合の部 １位 クローバー ２位 ハート ３位 ダイヤ

☆グラウンドゴルフ☆ （敬称略）

男子の部 １位 髙橋 渡 ２位 細川 一男 ３位 牛若 一男

女子の部 １位 山下 清子 ２位 源甲斐榮子 ３位 粟﨑千代子

ファミリーの部 １位 増田 彩華・久美子 ２位 城戸 大輝・雪代

☆ペタンク☆

１位 田中Ａ ２位 気比庄Ｂ ３位 田中Ｃ

☆ゲートボール☆

１位 気比庄 ２位 上糸生 ３位 朝日・南部

☆ステックリング☆

ニュースポーツ体験ということで、

成績にこだわらず和気あいあいと

試合を行いました。



日 月 火 水 木 金 土

5月26日 5月27日 5月28日 5月29日 5月30日 5月31日 6月1日

6月2日 6月3日 6月4日 6月5日 6月6日 6月7日 6月8日

2019国際音楽祭in
越前町

図書館休館日 カ 開演19:00

6月9日 6月10日 6月11日 6月12日 6月13日 6月14日 6月15日

図書館休館日

6月16日 6月17日 6月18日 6月19日 6月20日 6月21日 6月22日
パソコン講座

～Ｅｘｃｅｌ初級編～
パソコン講座

～Ｅｘｃｅｌ初級編～
パソコン講座

～Ｅｘｃｅｌ初級編～

図書館休館日 宮13：30～15:30 宮13：30～15:30 宮13：30～15:30

6月23日 6月24日 6月25日 6月26日 6月27日 6月28日 6月29日

図書館休館日

6月30日 7月1日 7月2日 7月3日 7月4日 7月5日 7月6日

図書館休館日

（生涯学習センター・宮崎・越前・織田・糸生分館　講座等）

※問合せ先

セ ： 生涯学習センター ℡３４－２０００ 宮 ： 宮崎分館 ℡３２－７７１２

カ ： 朝日多目的ホール（カメリアホール） ℡３４－２０００ 越 ： 越前分館 ℡３７－７７１２

糸 ： 生涯学習センター 糸生分館 ℡３４－５００１ 織 ： 織田分館 ℡３６－７７１２

バックナンバーと他の地区の生涯学習センターだよりが町のホームページでご覧いただけます
越前町公式ホームページ → 広報 → 生涯学習センターだより


